
教授会報告
◎学部
(総合科学部)
■社会総合科学科教授会議
１　開 催 日　令和元年　５月　９日（木）
２　第４０回決定事項の認否　
３　議　　題
（１）　徳島大学教養教育院兼務教員に関する申し合わせの制定について
（２）　平成31年度非常勤講師の採用について
（３）　学生の留学について
（４）　外国留学における修得単位認定について
（５）　平成31年度特別聴講学生の入学について
（６）　2021・2020年度渡日前入学許可制度による私費外国人留学生入試募集要
　　　　項について　　　　　　　　　　　　
４　報　　告
（１）　学部長報告
（２）　教育研究評議会報告
５　各種委員会報告
（１）　総務委員会
（２）　教務委員会
（３）　入学試験委員会
（４）　大学教育委員会
（５）　教育の質に関する専門委員会
（６）　グローバル化推進室会議
（７）  国際交流委員会
（８）　情報化推進委員会
（９）　地域交流支援室会議
６　そ の 他

■人間文化学科，社会創生学科及び総合理数学科教授会議
１　開 催 日　令和元年　５月２３日（木）
２　第３４回決定事項の認否　
３　議　　題
（１）　平成３１年度非常勤講師の採用について
４　報　　告
（１）　学部長報告
５　各種委員会報告
（１）　教務委員会
（２）　就職委員会
（３）　グローバル化推進室会議
（４）　国際交流委員会
６　そ の 他

（医学部）
■医学科及び医科栄養学科教授会議
１　開 催 日　令和元年５月９日（木）



２　議　　題
（１）令和元年度非常勤講師の選考について
（２）令和元年度客員教授等の選考について
（３）令和元年度臨床教授等の選考について
（４）学生の成績分布及び対策について
（５）教養教育院兼務教員に関する申し合わせについて
（６）令和元年度医学科卒業試験日程（案）について
（７）医学科４年次メンター制度における担当教員の推薦について
（８）学生の異動について
（９）令和元年度医学部研究員の受入について
（10）その他
３　諸 報 告
（１）教育研究評議会報告（４月１６日開催）
（２）教務委員会報告（４月２６日開催）
（３）病院報告
（４）韓国ソウル大学校医学大学との間における学生交流に係る協定の
　　　締結について
（５）寄附金の受入について
（６）受託研究の受入について
（７）その他
４　そ の 他

■保健学科教授会議
１　開 催 日　　令和元年５月１６日（木）
２　議　　題
（１）学生異動について
（２）２０１９年度第３年次編入生の既修得単位認定について
（３）マイレージポイントの認定について
３　報告事項
（１）大学教育委員会報告
（２）教務委員会報告
（３）入試委員会報告
（４）教育研究評議会報告
（５）寄附金の受入れについて

（歯学部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年５月９日（木）
２　議　　題
（１）　徳島大学歯学部規則の一部改正（案）について
（２）　共同研究の受入について
（３）　その他
３　報告事項
（１）　教育研究評議会について
（２）　病院運営会議について
（３）　各委員会報告について



（４）　寄附金の受入について
（５）　受託研究の受入について
（６）　平成３０年度総合研究室の収支決算について
（７）　令和元年度年度計画に係る『具体的な取組内容』について
（８）　歯学部ＧＰＡ／ＧＰＣ（平成２５-３０年度）について
（９）　その他

（薬学部）
●教授会
１　開 催 日　 令和　元年　５月　９日（木）
２　議　　題　　
（１）　共同研究の受入について
３　報告事項
（１）　学生の異動について
（２）　学部長報告
（３）　大学院学生の研究指導依頼について
（４）　他学部への研究指導依頼について
（５）　入院学生への授業の対応について
（６）　著作権法の改定について
（７）　２年次・３年次進路希望アンケートについて
（８）　平成３１年度薬学部入試広報活動用資料について
（９）　オープンキャンパス２０１９について
（10）　平成３１年度就職委員会活動計画について
（11）　東國大学校との大学間学術交流協定の締結について
（12）　低温室の運用管理について
（13）　寄附金の受入について
（14）　その他
４　そ の 他

（工学部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年５月２３日（木）
２　議　　題　
(1) 令和元年度非常勤講師の任用について　　　
(2) 令和元年度大学院博士前期課程予算（学生当積算校費相当額）の配分（案）について
(3) 令和元年度大学院博士後期課程予算（博士兼担分相当額及び学生当積算校費相当額）
　　の配分（案）について
(4) その他
２．諸報告
(1) その他

（理工学部）
●教授会
１　開 催 日　 令和元年５月９日（木）
２　議　　題　
(1) 2020年度第Ⅱ型，2021年度第Ⅰ型「渡日前入学許可制度による私費外国人留学生入試」



　　学生募集要項（案）について　　　
(2) 2020（令和2）年度理工学部入学者選抜方法（センター試験を課さない特別入試［昼間コース
　　・夜間主コース］推薦入学）（案）について        　
(3) 2020（令和2）年度理工学部入学者選抜方法（センター試験を課さない特別入試［夜間主コース］
　　社会人）（案）について
(4) 2020（令和2）年度理工学部入学者選抜方法（センター試験を課する特別入試［昼間コース］
　　推薦入学）（案）について  
(5) 2020（令和2）年度理工学部入学者選抜方法（私費外国人留学生入試）（案）について
(6) 2020（令和2）年度理工学部入学者選抜方法（帰国子女特別入試）（案）について
(7) 令和元年度第3年次編入学生の既修得単位の認定について
(8) 語学マイレージ・プログラムのポイント認定について
(9) 令和元年度非常勤講師の任用について
(10) 学生の留学について
(11) 学生異動について
(12) 徳島大学理工学部と東義大学校大学院との学術交流に関する協定書の更新について
(13) その他
２．諸報告
(1) 受託研究の受入について
(2) 寄附金の受入について
(3) その他

(生物資源産業学部)
●教授会
1．日　時  令和元年５月９日（木)　１５時００分～１５時２０分
2．議　題
(1) ２０２０（令和２）年度徳島大学生物資源産業学部第２年次編入学学生募集要項について
(2) 渡日前入学許可制度による私費外国人留学生における入学選抜の基本方針の変更について
(3) 非常勤講師の任用について
(4) 共同研究の受入について
(5) その他
　①社会産業理工学部交流会２０１９の発表者について
3．諸報告
(1) 生物資源産業学部の入学試験の日程について
(2) 学生の研究指導について
(3) インターンシップにおける公用携帯電話の使用について
(4) 令和元年度前期生物資源産業学部インターンシップ説明会について
(5) 各種委員会委員について
(6) 寄附金の受入について
(7) その他
　①次期学部長の選考時期について

◎教育部
（総合科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年５月２３日（木）
２　第１２６回決定事項の認否　



３　議　　題           
（１）　令和元年度博士後期課程学位審査日程（３月修了）の変更について
（２）　ＴＡの採用について　　　　　　　　　
（３）　特別聴講学生の入学について
（４）　カリキュラムチェックリスト等について
（５）　入学料免除選考結果に伴う入学料納付期限について
４　報　　告
（１）　教育部長報告
５　各種委員会報告
（１）　教育部教務・入試委員会
６　そ の 他

（医科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　　令和元年５月２３日（木）　
２　議　  題
（１）論文審査
（２）リサーチ・アシスタントの採用について                               
（３）ティーチング・アシスタントの採用について　　　　　　
（４）学生の異動について　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　  
３　諸 報 告
４　そ の 他

（口腔科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年５月９日（木）
２　議　　題
（１）　大学院生（博士課程）の第一次学位審査について
（２）　臨床歯学コースの廃止に伴うポリシー等の整備について
（３）　長期履修期間の変更について
（４）　一般学生から社会人学生への変更について
（５）　その他
３　報告事項
（１）　各委員会報告について
（２）　研究指導報告書について
（３）　その他

（薬科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　 令和　元年　５月　９日（木）
２　議　　題
（１）　平成３１年度リサーチ・アシスタントの採用（案）について
（２）　平成３１年度ティーチング・アシスタントの採用（案）について
（３）　大学院薬科学教育部入学試験の変更について



（栄養生命科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　　令和元年５月２３日（木）　
２　議　　題
（１）令和元年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士後期課程）秋季入学学生
　　　募集要項（案）（一般・社会人・私費外国人留学生）について　　　　　　　　　　　　　　　　
（２）令和２年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士前期課程）第１次学生
　　　募集要項（案）（一般・社会人・私費外国人留学生）について
（３）令和２年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士後期課程）第１次学生
　　　募集要項（案）（一般・社会人・私費外国人留学生）について
（４）令和２年度徳島大学大学院栄養生命科学教育部（博士後期課程）第１次進学者
　　　選考要項（案）（一般・社会人・私費外国人留学生）について　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（５）令和元年度（第１回）徳島大学大学院栄養生命科学教育部「論文博士号取得に
　　　係る外国語(英語)試験」実施要領（案）について
（６）令和元年度栄養生命科学教育部ＲＡの選考について　　
（７）令和元年度栄養生命科学教育部ＴＡの選考について　
（８）一般学生から社会人学生への変更について
（９）令和元年栄養生命科学教育部のオープンキャンパスについて
２　諸 報 告
（１）入学試験問題「外国語試験(英語)」の作成及び採点の依頼について
（２）研究指導計画書・報告書について　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
 ３　そ の 他

（保健科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　　令和元年５月１６日（木）
２　議　　題　
（１）令和元年度保健科学教育部ティーチング・アシスタント及びリサーチ・アシスタント
　　　の選考について
（２）外国連携大学院と合同で共同学位を得る教育プログラムに関する内規の制定（案）
　　　について
（３）２０２０年度４月入学徳島大学大学院保健科学教育部博士後期課程学生募集要項
　　（国際連携大学院共同学位プログラム）（案）について
（４）２０２０年度徳島大学大学院（医科学，栄養生命科学，保健科学，口腔科学，
　　　薬科学）教育部モンゴルとASEAN諸国における国際高度医療人育成プログラム募集要項（案）
　　　について
（５）２０２０年度大学院保健科学教育部統合医療学際教育英語プログラム学生募集（案）
　　　について
（６）博士前期課程研究指導教員の追加について
（７）２０２０年度保健科学教育部学生募集要項（案）について
（８）２０２０年度保健科学教育部学生募集要項（英文）（案）について
（９）令和元年度保健科学教育部学位取得スケジュール（案）について
（10）２０１９年度徳島大学大学院保健科学教育部「論文博士号取得に係る外国語（英語）
　　　試験」実施要領（案）について
（11）その他



３　報告事項
（１）小豆島リトリートについて
（２）その他

（先端技術科学教育部）
●教授会
１　開 催 日　令和元年５月２３日（木）
２　議　　題　
(1) 論文博士の学位授与合否判定について
(2) 令和元年度課程博士の学位論文予備審査委員会委員の選出について　
(3) 早期履修による既修得単位の認定について
(4) 学生の研究指導委託について　
(5) 令和元年度非常勤講師の任用について
(6) 学生異動について
(7) 徳島大学大学院先端技術科学教育部と東義大学校大学院との共同学位プログラムに関する
　　協定書の更新について
(8) その他
２．諸報告
(1) その他

◎研究部
（大学院社会産業理工学研究部）
●研究部教授会
１　開 催 日　令和元年５月１６日（木）
２　議　　題　
(1) 生物資源産業学域生物生産系生物資源生産科学分野教授の選考について
(2) 理工学域社会基盤デザイン系防災科学分野准教授，講師又は助教の配置協議について
(3) 理工学域社会基盤デザイン系地域環境分野の准教授又は講師の配置協議について
(4) 客員教授の称号付与について
(5) 専門研究員の受入について
(6) 外国人研究者の受入について
(7) その他
・研究部長裁量経費の配分方針について
２．諸報告
(1) 教員の退職について
(2) 生物資源産業学域生物生産系生物資源生産科学分野教員の選考について
(3) その他
・日経ウーマノミクスフォーラムについて
・技術支援部の将来構想説明会の開催について
・知能情報・南棟改修に伴う一時移転先の確保について

■理工学域教員会議
１　開 催 日　令和元年５月９日（木）
２　議　　題　
(1) 社会基盤デザイン系防災科学分野准教授，講師又は助教の配置協議について
(2) 社会基盤デザイン系地域環境分野の准教授又は講師の配置協議について



(3) 客員教授の称号付与について
(4) その他
２．諸報告
(1) 教員の退職について
(2) その他

（大学院医歯薬学研究部）
●研究部教授会　
１　開 催 日　　令和元年５月１６日（木）　　
２　議　　題
（１）特命教授称号付与の推薦について
（２）教員の選考について
（３）寄附講座「心臓血管病態医学分野」の設置内容の変更について
（４）寄附講座「糖尿病・代謝疾患治療医学分野」の設置内容の変更について
（５）その他
４　諸 報 告
（１）医療教育開発センター報告
（２）総合研究支援センター報告
（３）大学運営協議会報告（５月８日開催）
（４）外国人研究者の受入内容変更について
（５）その他

◎研究所
（先端酵素学研究所）
●教授会
１　開 催 日　 令和元年５月３０日（木）
２　議　　題　
（１）    ﾒﾀﾎﾞﾛｰﾑ解析用LC装置およびﾌﾟﾛﾃｵｰﾑ解析用nano-LC装置の購入について
（２）　その他
３　報告事項
（１）   教員の任期規則について
（２）　第１４回生命医科学研究所ﾈｯﾄﾜｰｸ国際ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑについて
（３）　各種委員会報告
（４）　各領域・センター運営会議等報告
（５）　６月の研究所セミナーについて
（６）　その他

◎病院
●病院運営会議
１　開 催 日　令和元年５月１６日（木）
２　議　　題
（１）　規則の制定等について
　　（２）　診療科長等の交替について
　　（３）　各種委員会委員の選出について
　　（４）　品質ISO委員の追加について
　　（５）　診療支援医師について



　　（６）　業務許可について
　　（７）　寄付金に関するお願いについて
３　報告事項
　　（１）　医員，研修医，診療支援医師等の退職及び採用について
　　（２）　研修登録医（医科・歯科）更新及び新規受入登録について
　　（３）　寄附金について
　　（４）　受託研究について
　　（５）　平成31年度４月分稼働状況について
　　（６）　入院患者に対する退院時処方について
　　（７）　医事関係報告について
　　（８）　平成31年度稼働目標額等について
　　（９）　平成31年度予算配分について
　　（10）　病院情報センター報告
　　（11）　品質管理室報告
　　（12）　臨床試験管理センター報告
　　（13）　医療支援センター報告
　　（14）　卒後臨床研修センター報告
　　（15）　地域医療支援センター報告
　　（16）　各種委員会報告
　　（17）　その他

●病院教授会
１　開 催 日　令和元年５月１６日（木）
２　議　　題　
　　（１）　教員の発議及び選考について
３　報告事項
　　（１）　教員の異動について


